
平成 24 年度第 8回定例市長記者会見資料 

（平成 24 年 8 月 29 日） 

 

 

●「さっぽろオータムフェスト 2012」の開催について 

 

大通公園西 4 丁目から西 8 丁目までを会場に、9 月 14 日から 30 日まで「さっぽろオー

タムフェスト 2012」を開催します。 

これは、「北海道・札幌の食」をメーンテーマとし、道内市町村や民間事業者と連携して、

道内各地から旬の食材やご当地グルメを一堂に取りそろえることによって、道内各地域の

「食」のアンテナショップとしての役割を果たし、北海道全体の活性化に貢献することを

目的に実施するものです。 

5 回目の開催となることしは、飲食ブースやイベントの充実に加え、他のイベントや地

域との連携による賑わいの広がりに力を入れるほか、札幌市とドイツ・ミュンヘン市の姉

妹都市提携 40 周年を記念した企画なども行います。 

 

１ 会場 

 大通公園西 4丁目～8丁目 

 

２ 会期・開催時間 

(1) 会期 

平成 24 年 9 月 14 日（金）～30 日（日）〔17 日間〕 

(2) 開催時間 

大通公園西 4丁目会場～7丁目会場 10：00～20：30（ラストオーダーは 20：00） 

   大通公園西 8丁目会場       10：00～18：00 

 

３ 会場コンセプト 

(1) 4 丁目会場「ウェルカムゲート」 

駅前通に面した広報・集客のための会場として、会場内の情報案内のほか、コラボ

レーション企画等の紹介、札幌市内の観光情報の発信などを行う総合案内所を配置し

利便性の向上に努める。 

また、会場内では市内の人気店のシェフたちが日替わりで道産食材を使用した特別

料理を提供する｢さっぽろシェフズキッチン｣や、近郊農家の採れたての農産物を販売

する「さっぽろできるだけプロジェクト」などを実施する。 

さらに、次世代を担う高校生の人材育成に貢献することを目的として、高校生によ

る販売体験事業を行う「チャレンジオータム」を実施するとともに、4 丁目の各ブー

スにおいてインターンとして就業体験活動の場を提供する。 

加えて、ことしが札幌市とドイツ・ミュンヘン市との姉妹都市提携 40 周年の節目の

年に当たることを記念し、ドイツビールを楽しむことができるブース「さっぽろ



 

 

 

PROST！」において、ミュンヘン市の「オクトーバーフェスト」の様子を映像などで紹

介する。 

(2) 5 丁目会場「北海道の新・ご当地グルメ＆ラーメン祭り 2012」 

北海道の魅力アップのため、道内各地それぞれの地域で地元の食材を生かして開発

された個性あるご当地グルメを提供。また、北海道の食を代表するラーメンを道産小

麦を使用した麺にこだわって提供するなど、地域の特色を生かした料理を提供するこ

とで、道内各市町村の魅力の情報発信を行う。 

(3) 6 丁目会場「あおぞら×ほしぞら 大通バザールアミーゴ！」 

「札幌発信の食」をテーマに、全国で大人気のスープカレーやさっぽろスイ－ツを提

供し、より魅力的な「札幌の食」と「まちの楽しさ」との出合いを演出する。また、

スタンディングバーをリニューアルし、「6 丁目 あおぞら×ほしぞらバル」として、

ワインやカクテル、道産食材を使用した「ピンチョス」等を提供する。その他、新企

画として市内商店街の参加による賑わい発信コーナーも設置する。 

(4) 7 丁目会場「大通公園 7丁目 BAR」 

道内のワイナリーや酒蔵からとっておきのワインや日本酒、道産果実を使用したカ

クテルを提供。道産のお酒のおいしい飲み方を提案し、お酒に合う道産食材を中心に

使用した酒肴（おつまみ）を提供する。 

(5) 8 丁目会場「札幌大通ふるさと市場」 

道内各市町村の特産品をより多く提供する目的で、ことしも 3 期に分けて開催。一

部のエリアでは 17 日間の通期出展も昨年に引き続き行う。会場内に設けたステージで

は、好評の市町村 PR を開催するほか、会期前から出展内容をブログ（http://www.

sapporo-autumnfest.jp/blog8/2012/08/000581.html）に掲載し来場促進を図る。今回

は、来場者の満足度を高めるため、新たに会場内に屋根付きの休憩・飲食スペースを

設置する。 

 

４ コラボレーション企画 

さっぽろオータムフェストを開催する大通公園のほか、地域・観光拠点・食育事業と

それぞれコラボレーション企画を実施し、同フェストの魅力を高める。 

(1) 地域との連携 

  円山、すすきの、創成川東、藻岩山エリアと連携し、市民および観光客が札幌市内

を周遊して観光できる企画を実施。 

① 円山エリア 

○ 美味散策 円山オータムランチ（poroco×さっぽろオータムフェスト） 

期間：9月 14 日（金）～30 日（日） 

内容：円山エリアにあるフレンチ、イタリアン、和食などの上質なレストラン



 

 

 

14 店舗が、道産食材を使用して、オータムフェスト期間限定の特別ラン

チを 2,000 円で提供。 

② すすきのエリア 

○ すすきの美味ざんまい（poroco×さっぽろオータムフェスト） 

期間：9月 14 日（金）～30 日（日） 

内容：すすきのエリアのレストランや居酒屋、バーなど 15 店舗が、旬の道産素

材を使った「お酒に合う一品料理」を 1,000 円以内で提供。 

③ 創成川東エリア 

○ 創成川イースト 美味しい出合い（poroco×さっぽろオータムフェスト） 

期間：9月 14 日（金）～30 日（日） 

内容：隠れ家的雰囲気の個性的な 6 軒の飲食店が、フードとドリンクで 1,000

円以内の特別セットを提供。 

○ オータムビヤフェスト 2012 in サッポロファクトリー 

期間：9月 21 日（金）～23 日（日） 

場所：サッポロファクトリー アトリウム、煙突広場 

内容：札幌・ミュンヘン姉妹都市提携 40 周年を記念した「ビールのまち さっ

ぽろ」の取り組みの一環で、ビールと料理を味わいながらイベントを楽し

む 3 日間。ミュンヘンで使われる麦芽で製造した記念ビールなどを提供。 

④ 藻岩山エリア【新企画】 

○ 藻岩山 美味ピクニック（poroco×さっぽろオータムフェスト） 

期間：9月 14 日（金）～30 日（日） 

内容：藻岩山エリアにあるカフェやレストラン 6 店舗が、フードとドリンクで

1,000 円以内の特別セットを提供。 

 ○ 札幌もいわ山ロープウェイ割引 

期間：9月 14 日（金）～30 日（日） 

場所：札幌もいわ山ロープウェイ 

内容：期間中、オータムフェスト公式ガイドブックを提示すると、ロープウェ

イと「もーりすカー」が、往復大人 1,360 円、小人 680 円の特別価格で

利用できる。 

(2) 観光拠点との連携 

   観光拠点である市内のホテルと連携し、市内の観光業界がオータムフェストで彩ら

れる連携企画を行う。 

○ 旬の美味を札幌のホテルで（poroco×さっぽろオータムフェスト） 

     期間：9月 14 日（金）～30 日（日） 

内容：市内にある 19 のホテルが、道産食材の持ち味を生かした期間限定特別メ



 

 

 

ニューを、ホテルならではのサービスとゆったりとした空間で提供。 

 (3) 食育事業との連携 

未就学児と小学生を対象とした食育企画。札幌近郊農家の畑へ行き、野菜を収穫し

たり、生き物と触れあったりしながら食育体験を行う。 

○ はたけのようちえん・はたけの小学校にでかけよう！ 

（NPO 法人ねおす×さっぽろオータムフェスト） 

日時：9月 15 日（土）、16 日（日） 10：00～13：00 

場所：大塚ふぁーむ（石狩郡新篠津村第 36 線南 42 番地） 

  対象：9/15…3 歳からの未就学児親子 20 組 40 人 

9/16…小学生親子 20 組 40 人 

     参加料：3,000 円（親 1、子 1）※親か子が 1人増えるごとに 1,000 円追加） 

(4) 周遊手段との連携 

  ① 周遊の交通事業 

○ ベロタクシー 

各コラボエリアとの連絡や、大通から各エリアへの周遊を目的として、ベロタ

クシーとのコラボレーションを実施。4丁目会場内で案内。 

期間：9月 14 日（金）～30 日（日） 10：00～日没（予定） 

   ○ ポロクル 

     自転車共同利用サービス「ポロクル」と連携し、市内各所に設置されたポート

（専用駐輪場）の位置や利用方法の紹介を、総合案内所や公式ガイドブックで行

うことで、各コラボエリアとの周遊手段として利用してもらう。 

     期間：9 月 14 日（金）～30 日（日） 

 ○ 無料周遊バス 

バス事業者の協力のもと、大通会場と創成川東エリア（サッポロファクトリー、

千歳鶴 酒ミュージアム、二条市場等）を結ぶ無料循環バスを運行。 

期間：9月 21 日（金）～23 日（日） 11：00～22：00（予定） 

  ② コラボ企画ガイドブック（仮称）【新企画】 

当フェストを契機として、各コラボレーションエリアを周遊してもらうため、エ

リア内の飲食店、観光施設、交通手段を紹介するガイドブックを制作する。また、

エリア間の周遊を図るためのスタンプラリーも実施する。 

《ガイドブック概要》 A5 判 20 ページ 30,000 部発行 

 

５ 行事 

(1) オープニングセレモニー 

日時：9月 14 日（金） 10：00～ 



 

 

 

場所：大通公園西 6丁目野外ステージ 

内容：自衛隊音楽隊演奏、実行委員会会長あいさつ、開祭宣言 ほか（予定） 

(2) 6 丁目野外ステージイベント 

   アマチュアの団体による、秋のひとときを楽しく過ごすにふさわしい音楽・パフォ

ーマンス・大道芸などを提供。また、各種 PR イベントも開催。 

(3) 協賛行事 

① サッポロガーデンパーク秋祭り 

日時：9月 1日（土）、2日（日） 11：00～16：00 

場所：サッポロガーデンパーク煙突広場・ビール園中庭（東区北 7東 9） 

主催：サッポロビール株式会社 

② サツエキ グルメ LIVE 

日時：9月 14 日（金）～23 日（日） 11：00～21：00 

場所：札幌駅「南口広場」 

主催：サツエキ グルメ LIVE 実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

札幌観光協会 斉藤（洋） 

電話：211-3341 

観光文化局観光コンベンション部観光企画課 滝見・増田 

電話：211-2376 


